
さっぽろ市
02-F04-17-891
29-2-653

環境に優しいインキを
使用しています。

古紙パルプ配合率80％
再生紙を使用しています。

療育手帳をお持ちの方のための《さっぽろ市情報マガジン》
りょういく じょうほうてちょう も しかた

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目

さっぽろし

さっぽろし ちゅうおうく きた にしじょう ちょうめ

ほけん しょう しょうふくしきょく ほけん ふくしぶ ふくしか

211-2936でんわ 218-5181ファックス

ハビサポとは…「ハビリティ（療育）」を「サポート（支える）」という意味を組合せた言葉です
りょういく ささ いみ くみあわ ことば

12月号
２０１７

ごうがつ

vol.019

ヘルプマーク・ヘルプカードを
知っていますか？

《さっぽろ市からのお知らせ》
し し

ヘルプマークとは？ ヘルプカードとは？

し

さっぽろし

さっぽろし め ざ ゆた

かたがた りかい しえん わ ひろ とりくみ

きょうせい じつげん む えんじょ はいりょこころ

がいけん しょう

ぜんたい ごうりてき

かいし

はいりょ はいふ

しみんさっぽろたいわ

札幌市は、外見からは障がいのあることが分からない方などに対し、札幌市民
全体で合理的配慮をしやすくするために、ヘルプマーク・ヘルプカードの配布
を開始しました。
札幌市が目指す「心豊かにつながる共生のまち」の実現に向けて、援助や配慮を
ひつようとしている方々への理解と、支援の輪を広げるための取組です。

まわ かたがた えんじょ はいりょ

し

がた み おも

こうどう ねが

周りの方々に援助や配慮がひつような
ことを知らせることができるストラップ
型のマークです。見かけたら思いやりの
ある行動をお願いします。

きんきゅう

しょう かた ふだん み つ

れんらくさき

はいりょえんじょ ねが

ばめんにちじょう まわさいがいじきんきゅうじこま

しえん ないよう きさい

緊急連絡先や、ひつような支援内容などが記載でき、
障がいのある方などが普段から身に着けておくことで、
日常場面で困ったとき、緊急時、災害時などに、周りの
援助や配慮をお願いしやすくするカードです。

対象となる方の例
たいしょう かた れい

配布場所
はいふ ばしょ

かた

●義足や人工関節を使用している方

●内部障がいや難病の方

ぎそく

ないぶ しょう なんびょう かた

じんこう かんせつ しよう かた

●妊娠初期の方

●その他援助や配慮をひつようとする方
た えんじょ はいりょ

にんしん しょき かた

●各地下鉄駅事務室

●札幌市役所（障がい福祉課）

●各区役所（保健福祉課）

●各区保健センター（健康・子ども課）

●身体障害者福祉センター

●児童相談所

かく

かく

かく く

ちかてつ えき じむしつ

さっぽろ しやくしょ しょう ふくしか

●知的障害者更生相談所（手をつなぐ相談センターまあち）

●精神保健福祉センター（札幌こころのセンター）

●市内のアイン薬局

せいしん ほけん ふくし

くやくしょ ほけん ふくしか しない やっきょく

ほけん けんこう かこ

しんたい しょうがいしゃ ふくし

じどう そうだんじょ

さっぽろ

ちてき しょうがいしゃ こうせい そうだんじょ そうだんて

お財布などに
入れておける
大きさです。

さいふ

い

おお

かばんなど
につけられ
ます。

といあわ さき

お問合せ先 -211 2936でんわ -218 5181ファックス札幌市障がい福祉課
さっぽろし ふくしかしょう

かく はいふ ばしょ こ さい ていじ

ゆうそう はいふ

しゅし そ てきせい りよう ねが

しんせいしょ きさい しょうがいしゃ てちょう

※各配布場所にお越しいただく際、申請書の記載や障害者手帳などの提示
はひつようありません。
※郵送での配布はしていません。
※趣旨に沿った適正な利用をお願いします。

参加費
さんかひ 無料

むりょう
14：00～17：00（開場は13：30）

かいじょう

日 時
にちじ 2018年 月１ 日 金１9ねん がつ にち

きん

しょうはたら かた きぎょう きかい

働きたい障がいのある方と、企業がつながる機会です。

でんわ 218-1490（平日・土曜・祝日／8：30～17：30）
メール info_sapporo_wk@litalico.co.jp ホームページ https://works.litalico.jp
りたりこワークス 札幌

さっぽろ

各会社説明をその場で聞ける
かく かいしゃ せつめい ば き

しゃ

かくしゃ

かんが かた

りかい

しょう しゃ こよう

かん

かいしゃ せつめい

会社説明は１社ずつおこなわれ
ますので、各社の障がい者雇用に
関する考え方などをスピーディに
理解できます。

各社ブースでじっくり説明
かくしゃ せつめい

きぎょう

おも

しょう

りかい ば かつよう

しゅうろう たが

かた かくしゃ しつもん

し

企業のことをもっと知りたいと
思った方は、各社ブースで質問した
り、障がいや就労についてお互い
理解する場として活用できます。

南口広場
みなみぐち ひろば

北口広場
きたぐち ひろば

●大丸
だいまる

北
海
道
大
学

ほ
っ
か
い
ど
う
だ
い
が
く

JR札幌駅
じぇいあーるさっぽろえき

北海道庁
ほっかいどうちょう

エスタ
●

●
東急
とうきゅう

アスティ45
●

北農健保会館
ほくのう かいかんけんぽ

警察署●
けいさつしょ

●道銀
どうぎん

●ローソン

セブンイレブン
●

●みずほ銀行
ぎんこう

斗南病院●
びょういんとなん

六花亭
●

ろっかてい

赤レンガ
テラス
●

あか

合同企業説明会開催！
ご う ど う き ぎ ょ う せ つ め い か い か い さ い

はたら

かいさいせつめいかいごうどう

かんが

はたらきぎょうしょうらい

きがるかたきょうみ さんか

へふあんまえ しゅうしゅうじょうほう たいせつ

きぎょうせっきょくてき

こようしゃ

あつ

しょう

働く前の不安を減らすためには情報収集が大切です。障がい者雇用に
積極的な企業が集まる合同説明会を開催します。将来企業で働くこと
を考えている、興味がある方など、ぜひお気軽にご参加ください。

合同面接会ではありません
ごうどう めんせつかい

きぎょう しょう しゃ

きかい

きゅうじん おうぼ かたきぼう かいじょう

ていきょう もくてき めんせつ

りかい ふか

企業と障がい者が理解を深める
機会の提供が目的です。面接や
求人応募を希望する方は、会場の
スタッフにご相談ください。

そうだん

中央区北4条西7丁目1-4
ちゅうおうく きた じょう ちょうめにし

場 所
ばしょ 北農健保会館 大会議室

ほくのう けんぽ かいかん だい かいぎしつ

参加企業
さんか きぎょう

社（予定）
しゃ よてい5

かき

しめい

きさい もうしこ

ばんごう じゅうしょ もうしこ ないよう

ばんごう ほんぶん

下記のでんわ番号、またはメール（本文に
氏名・でんわ番号・住所・お申込み内容を
記載）にてお申込みください。

にんげん かんけい

しえん

もうしこ ときかた よやく ねが

こたむりょうこべつひとり きぼう

なやしゅうしょくつづはたらなが

「人間関係がうまくいかない」「長く働き続けたい」など、就職の悩みに
プロの支援スタッフが、一人ひとり個別に無料でお答えします。ご希望
の方は、お申込みの時に予約をお願いいたします。

JR「札幌駅」南口から…徒歩7分（約550m）
じぇいあーるさっぽろえき ふん やく めーとるとほみなみぐち

アクセス

申込みしめきり
もうしこ げつ1 15月 日 月

がつ にち

お申込み方法
もうしこ ほうほう

当日、同じ会場で個別就職相談もおこないます！（無料）
とうじつ おな かいじょう こべつ しゅうしょくそうだん むりょう

そうだん じかん めやす ふん

かぞく しえんしゃ かた かのうどうはん ときよやく つた
※相談時間の目安は30分です。
※ご家族、支援者の方の同伴可能です。予約の時にお伝えください。

へいじつ どよう しゅくじつ



札幌市障がい者コミュニケーション条例
さっぽろし しょう しゃ じょうれい

《正式名称》 札幌市障がい特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例
せいしき めいしょう さっぽろし しょう とくせい おう しゅだん りよう そくしん かん じょうれい

2017年
12月から
スタート

ねん

がつ

れい
（例：エレベーターのボタン）

盲ろう者の指を点字タイプライター
のキーに見立てて、手を重ねて点字
を打って伝え合う方法。

もう しゃ てん じ

かさ てん じて

う つた あ ほうほう

み た

ゆび
● 指点字

ゆびてん じ

障がい特性に応じたコミュニケーション手段
しょう とくせい おう しゅだん

コミュニケーションをする際に配慮が必要なこともあります
さい はいりょ ひつよう

かくし しょう

視覚障がい

しゅだん れい
コミュニケーション手段の例

しゅだん れい
コミュニケーション手段の例

しゅだん れい
コミュニケーション手段の例

しゅだん れい
コミュニケーション手段の例

しゅだん れい
コミュニケーション手段の例

しゅだん れい
コミュニケーション手段の例

視力が著しく低下した方や、見える範囲が狭い方
などがいます。また、特定の色が分かりにくい方も
います。

し りょく かた

とく てい わいろ かた

いちじる かたかてい せまはん いみ

平面から盛り上がった６つの点に
より文字を表現するもの。

へいめん も あ

ひょうげんも じ

てん
● 点字

てん じ

書籍などの視覚情報を音声で録音し、情報を伝えるもの。
しょせき じょうほう じょうほうしかく つたろくおんおんせい
● 音訳

おんやく

文書などの文字が大きく書かれたもの。
ぶんしょ おおも じ か
● 拡大文字

かくだい も じ

もう

盲ろう

しゅだん いちれい しゅだんしょうしょうしょうかいちゅうい さまざまほか

【注意】ここで紹介する障がいやコミュニケーション手段などは一例です。他にも様々な障がいや手段があります。

視覚と聴覚の両方に障がいがあることをいいます。
障がいの程度により、全盲ろう（全く見えず、聞こえな
い）、全盲難聴（全く見えず、聞こえにくい）、弱視ろう（見え
にくく、聞こえない）、弱視難聴(見えにくく、聞こえにく
い）の方がおり、コミュニケーションの方法は様々です。

し かく

しょう てい ど ぜんもう まった み き

なんちょうぜんもう みまった き し みじゃく

き み きちょうなんじゃくし

かた さまざまほうほう

ちょうかく りょうほう しょう

盲ろう者が、手話を表現する相手の手に触れて、互いに
手話で伝え合う方法。

もう しゃ

しゅ わ つた あ ほうほう

しゅ わ ひょうげん あい て て ふ たが
● 触手話

しょくしゅ わ

読み取る人の視力や視野の障がいの状態に応じ、 距離や
手を動かす幅などを調整して表現される手話。

ひととよ

しゅ わひょうげんちょうせいはばうごて

し やしりょく きょ りおうじょうたいしょう
● 弱視手話

じゃくし しゅ わ

せい しんしょう

精神障がい 統合失調症やうつ病など、様々な精神疾患により、日常生活や社会生活のしづらさを抱えてい
ます。敏感さ、繊細さへの配慮が必要です。

せん さいびんかん ひつ ようはい りょ

しょうしっちょうごうとう びょう かんしっしんせい せい かつ かかせい かつ かいしゃじょうにちざまさま

● 一度にたくさんのことを言われると混乱されることがあるので、ゆっくり、丁寧に説明する。
こんらん せつめいねいていいち ど い

● 穏やかな口調で、相手に考えてもらう余裕や安心感を与える応対を心掛ける。
こころおうたいあたあんしんかんよ ゆう があい てく ちょうおだ かんが

えー える えす なん びょう

ALS（難病）

はいりょ

れい
配慮
の例

はいりょ

れい
配慮
の例

筋萎縮性側索硬化症（ALS）は難病の一つで、身体を
動かすための神経系が変化する病気です。舌・のど
の筋肉が動かなくなり、手足も麻痺することで意思
の表明が困難になる一方、視覚や聴覚などの知覚、
記憶や知性を司る神経は維持されます。残された
能力に応じて様々な手段が活用されています。

きん い

うご しん けいけい かへん びょう き した

きん にく うご ひまあして い し

めいひょう なんこん かくちかくしぽういっ かくちょう

つかさどせいちおくき けいしん のこい じ

かつしゅさまおうりょくのう ざま だん よう

しゅくせい かこうさくそく しょう しんひと たいなんえーえるえす びょう

口の形を見て、支援者がその「行」を発音して、まばたきの
合図などで一文字ずつ読み取るもの。

くち かたち

あい ず とよも じいち

み し えんしゃ はつおんぎょう
● 口文字

くち も じ

50音や数字などが書かれた透明な
文字盤。意思などを伝えたい人と読み
取る人の間にかざし、視線の方向に
より一文字ずつ読み取るために使用
するもの。

おん か

つたい しばんも じ ひと よ

ほうこう

し ようとよいち もじ

し せんあいだと ひと

すう じ とうめい
● 透明文字盤

とうめい ばんも じ

たつはっ しょう

発達障がい
主に脳機能の障がいであり、生活上の困難さ
がありますが、優れた能力が発揮される場合も
あり、発達のアンバランスな様子が理解され
にくい障がいです。

おも

すぐ のうりょく はっ き ば あい

はっ たつ

しょう

り かいよう す

のう き のう しょう こんなんじょうせい かつ

はいりょ

れい
配慮
の例

ぶみえじつぶつい がいこと ば まじ
● 言葉以外に実物や絵、身振りなどを交える。

よう いかんきょうつお
● 落ち着いた環境を用意する。

しつ ご しょう

失語症
脳の言語中枢が何らかの損傷を受けることによって、言語
を操る能力に障がいが残った状態をいい、聞く・読むと
いった言葉に関する機能に困難が生じます。

げん ごのう

のうりょくあやつ しょう じょうたいのこ よき

こと ば かん しょうこんなんき のう

ちゅうすう なん げん ごそんしょう う

ふん い きつお はな
● 落ち着いた雰囲気でゆっくりはっきりと話す。

つかぶみひょうじょうずえ
● 絵・図、表情、身振りを使ってコミュニケーションをとる。

さえぎさきまわこと ばあい て ま
● 相手の言葉を先回りしたり遮ったりせず、ゆっくり待つ。

ちょうかくしょう ちゅう と しっちょう なんちょう

聴覚障がい（ろう・中途失聴・難聴）
聞こえない・聞こえにくい障がいです。先天的に障がい
のある場合と、後天的に聴力を失う場合などがあり、
必要とする手段は生い立ちや環境によって異なります。

き

ば あい こう てんてき うしなちょうりょく ば あい

ひつよう しゅだん かんきょうたお こと

き しょうせんてんてきしょう

手や指、体の動き、表情などの視覚情報
により意思の疎通等が行われる言語。

て ゆび

い し げん ごおこなとうつうそ

からだ うご し かくじょうほうひょうじょう
● 手話

しゅ わ

相互にノートなどに文字を書いて意思の疎通を行うもの。
そう ご も じ おこなそ つうい しか
● 筆談

ひつだん

パソコンやノートに筆記するなどの方法で音声情報を要約
し、文字等で情報を伝えるもの。

ひっ き

ほうじょう つたも じ とう

ようやくおんせいじょうほうほうほう
● 要約筆記

ようやく ひっ き

た たいしん しょう

その他の身体障がい
発声に関する器官の麻痺や不随意運動（自分の意思
とは関係なく現れる異常運動）などにより、コミュニ
ケーションを取ることが困難な場合があります。

せいはっ

かん けい あらわ じょうい うんどう

と こんなん あいば

かん き かん ま ひ じ ぶん い しずい いふ うんどう

わずかな身体の動きを感知する
スイッチなどにより操作され、
操作者の意思等をディスプレイ
への文字の表示などによりあら
わすための機器。

そう さ

とうい しそう さ しゃ

ひょうじも じ

き き

しんたい うご かん ち
● 意思伝達装置

い し でんたつそう ち

てきち しょう

知的障がい
発達期において知的な機能の発達に障がいがあら
われ日常生活に支障が生じている状態をいいます。
「言葉を使う」「記憶する」「抽象的なことを考える」こと
に時間がかかることがあります。

はっ たつ はっ たつき

かつせいにちじょう し しょう しょう じょうたい

こと ば

じ かん

つか き おく ちゅうしょうてき かんが

き のうち てき しょう

文章の漢字などにふりがなをつける。
ぶんしょう かん じ
● るび振り

ふ

絵・図や簡易な日本語が記載されている
ボードで指さしして意思を汲み取る
もの。

え ず かん い に ほん ご

ゆび とくい し

き さい
● コミュニケーション支援ボード

し えん

「あけ」 「しめ」

「こんにちは」

「さ」

どうしましたか？

たべたい のみたい

でんわしたい トイレ

おはよう

しょう かんけい

そくしんりようりかいしゅだん

しょうさっぽろし しゃ

くと

えじょうほうかのうかたしょうせいていじょうれい

きょうせい しゃかい じつげん め ざそんちょう あこせいじんかく

障がいのあるなしに関係なく、おたがいに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、
「札幌市障がい者コミュニケーション条例」が制定されました。障がいのある方が可能なかぎり情報を得る
ことができたり、コミュニケーションをしやすい手段の理解・利用促進などに取り組んでいきます。


